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いつも JAPA メールマガジンをご覧頂きありがとうございます。 

 先週末を境にぐっと冷え込んで参りました。昼夜の寒暖差が 

激しいため、体調崩されないよう、お気をつけくださいませ。 

 

さて、今号は以下の内容でお送りします。 

 

 

★━━INDEX━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 

 

 [1]【委員会便り】乗員養成検討委員会の活動紹介 

[2]【航空豆知識】旅客機運航における搭載燃料 

[3]【航空局/周知･協力依頼】 

   ①即位礼正殿の儀等に伴う飛行自粛 

   ②台風 19号に係る救援活動を行う航空機に係る許可手続き等の柔軟な運用 

[4]【航空局】エンルートチャート（政府刊行物）販売先 

[5]【JAPA】セミナー・イベントの予定 

[6]【新発売】JAPA SHOP よりご案内 

[7]【ｲﾍﾞﾝﾄ】「女性航空教室」 Yes I Can ! 

 [8]【ご案内】航空会社採用情報掲載のお知らせ 

[9]【ご案内】公益社団法人 日本航空機操縦士協会 ご入会 

 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [1]【委員会便り】乗員養成検討委員会の活動紹介 

乗員養成検討委員長 山村 洋司 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

委員会便りは以下よりご覧いただけます。 

https://www.japa.or.jp/wp-content/uploads/2019/10/japa_mailmagazine.10.15_1.pdf 

 

 

 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

https://www.japa.or.jp/wp-content/uploads/2019/10/japa_mailmagazine.10.15_1.pdf


 [2]【航空豆知識】旅客機運航における搭載燃料 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

航空豆知識は以下よりご覧いただけます。 

https://www.japa.or.jp/wp-content/uploads/2019/10/japa_mailmagazine.10.15_2.pdf 

 

 

 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [3]【航空局/周知･協力依頼】 

   ①即位礼正殿の儀等に伴う飛行自粛 

   ②台風 19号に係る救援活動を行う航空機に係る許可手続き等の柔軟な運用 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

詳細につきましては、以下ホームページよりご確認願います。 

 

①即位礼正殿の儀等に伴う飛行自粛 

https://www.japa.or.jp/4500 

 

 ②台風 19号に係る救援活動を行う航空機に係る許可手続き等の柔軟な運用 

https://www.japa.or.jp/4518 

 

 

 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [4]【航空局】エンルートチャート（政府刊行物）販売先 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

エンルートチャート（政府刊行物）販売先について 

以下の通り変更となりますので、お知らせいたします。 

 

 １．航空局案内文書 

 新エンルートチャートの概要（国土交通省航空局交通管制部運用課） 

https://www.japa.or.jp/wp-content/uploads/2019/10/japa_cab20191010.pdf 

 

２.販売業者 

 株式会社エスエルエスクリエーション 

http://slscreation.com 

https://www.japa.or.jp/wp-content/uploads/2019/10/japa_mailmagazine.10.15_2.pdf
https://www.japa.or.jp/4500
https://www.japa.or.jp/4518
https://www.japa.or.jp/wp-content/uploads/2019/10/japa_cab20191010.pdf
http://slscreation.com/


 

３.仕様・価格 

 （１）エンルートチャート 1/3（1・東日本 3・沖縄） 

 （発行日 2019 年 10 月 10日）4.500 円（税別） 

 （発行日 2020 年 3 月 28日）4.500 円（税別） 

 

 （２）エンルートチャート 2/4（2・西日本 4・FIR） 

 （発行日 2019 年 10 月 10日）4.500 円（税別） 

 （発行日 2020 年 3 月 28日）4.500 円（税別） 

 

※1.送料は価格に含まれていません。 

※2.振込手数料はお客様の負担になります。 

 

 「ご注文方法」、「お問い合わせ先」につきましては以下協会ホームページ 

 をご覧ください。 

 

https://www.japa.or.jp/4490 

 

 

 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [5]【JAPA】セミナー・イベントの予定 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 ≪RNAV講演会≫ 

 

 ⇒受付締切 10/24 迄！！参加希望の方はお早めにお申込みください。 

①第 2 回 10月 27 日（日）＜東京＞JAPA会議室 

https://sites.google.com/a/japa.or.jp/rnavlecture/ 

 

（開催予定） 

②第 3 回 2020 年 3 月頃 ＜東京＞JAPA 会議室 

 

※受講には事前のお申込みが必要です。 

  また欠席される場合は事務局まで事前連絡をお願いします。 

 

----------------------------------------------------------- 

https://www.japa.or.jp/4490
https://sites.google.com/a/japa.or.jp/rnavlecture/


 

≪YesICan 航空教室≫ 

 

 ⇒受付締切 本日 10/15 迄！！参加希望の方は至急お申込みください。 

①10 月 19 日（土）＜東京＞野村不動産天王洲ビル：ウイングホール 

 

⇒お申込み受付中 

②11 月 16 日（土）＜新潟＞新潟空港 2F有料待合室 1 

 ③11月 23 日（土）＜宮城＞仙台国際空港 1F レクチャールーム 

 

https://sites.google.com/a/japa.or.jp/yes-i-can/ 

 

 ※受講には事前のお申込みが必要です。 

  また欠席される場合は事務局まで事前連絡をお願いします。 

 

----------------------------------------------------------- 

 

≪ATSシンポジウム≫ 

 ⇒開催間近！！お申込み受付中！ 

10月 26日（土）＜東京＞野村不動産天王洲ﾋﾞﾙ：ｳｲﾝｸﾞﾎｰﾙ 

https://sites.google.com/a/japa.or.jp/ats-symposium/ 

 

 ※受講には事前のお申込みが必要です。 

  また欠席される場合は事務局まで事前連絡をお願いします。 

 

----------------------------------------------------------- 

 

≪航空気象シンポジウム≫ 

 ⇒お申込み受付開始！ 

11月 29日（金）＜東京＞大田区産業ﾌﾟﾗｻﾞ PIO 

 https://sites.google.com/a/japa.or.jp/weather-symposium/ 

 

 ※受講には事前のお申込みが必要です。 

  また欠席される場合は事務局まで事前連絡をお願いします。 

 

----------------------------------------------------------- 

https://sites.google.com/a/japa.or.jp/yes-i-can/
https://sites.google.com/a/japa.or.jp/ats-symposium/
https://sites.google.com/a/japa.or.jp/weather-symposium/


 

（開催予定） 

①TEM/CRMセミナー 

基礎コース；12月 3 日（火）-4日（水）<東京>JAPA 会議室 

SRM コース；2020 年 2月開催予定   <東京>JAPA 会議室 

②スキルアップセミナー 

11月 16日（土）＜東京＞JAPA 会議室 

③小型航空機セーフティセミナー 

2020 年 3 月 5日（木）－6 日（金）＜東京＞御茶ノ水ｿﾗｼﾃｨｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 

 

※（開催予定）の詳細・受付開始については、 

 今後ホームページ及びメールマガジンにてお知らせいたします。 

 

 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [6]【新発売】JAPA SHOP よりご案内 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

＜新発売＞ 

パイロット手帳 2020 年版 

 

ご注文については以下 JAPA SHOPからお願いします。 

https://www.japa.or.jp/japa-shop 

 

 

 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [7]【ｲﾍﾞﾝﾄ】「女性航空教室」 Yes I Can ! 

 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 ≪女性航空教室≫ 

 ⇒お申込み受付中！ 

2019 年 12月 15日（日）＜東京＞ 

 対象；航空業界への就職を志望する 16 歳～30歳の女性の方 

 （航空機操縦士、航空機整備士、航空機製造技術者、 

  ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ操縦士・整備士に興味のある方） 

 

https://www.japa.or.jp/japa-shop


★昨年(2018 年)開催された「女性航空教室」の模様を動画で公開中★ 

 https://www.youtube.com/watch?v=cy_mkujUWq0 

 

 ▼お申込、詳細はこちら▼ 

 https://www.skyworks.info/news/ 

 

 

 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [8]【ご案内】航空会社採用情報掲載のお知らせ 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 JAPA では、ホームページにて航空会社採用情報の一部を掲載 

しております。 

 掲載情報はホームページ TOPのNEW をご覧ください。 

 

https://www.japa.or.jp/ 

 

 

 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [9]【ご案内】公益社団法人 日本航空機操縦士協会 ご入会について 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 JAPA では会員を募集しております。 

ご入会いただけますと、AIM-JAPAN の配布の他、団体割引を適用した、 

JAPA 団体保険（ロスオブライセンス）へのご加入も可能ですので、 

ぜひご検討ください。 

 

 詳細は以下ホームページより、ご覧ください。 

 皆様のご入会を心よりお待ちしております。 

 

https://www.japa.or.jp/member 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

 

★次回の配信は 11 月初旬を予定しております★ 

https://www.youtube.com/watch?v=cy_mkujUWq0
https://www.skyworks.info/news/
https://www.japa.or.jp/
https://www.japa.or.jp/member


 

 JAPA メールマガジンの配信先変更方法及び配信停止方法 

については以下、ご参照の上、お手続きください。 

https://www.japa.or.jp/mail-magazine 

 

 ----------------------------------------------- 

【発行】公益社団法人 日本航空機操縦士協会 

電話  03-6809-2902 

メール japa@japa.or.jp 

ホームページ https://www.japa.or.jp/ 

 ---------------------------------------------- 
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